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第４次吉野町総合計画 第３回策定審議会 
会  議  要  旨  

 
■日時： 平成２３年１月２８日（金） AM10：00～12：00 
 
■場所： 吉野町中央公民館第３・４研修室 
 
■出席者： 

 氏 名 所属・役職等 
辻本 茂 吉野町議会議員 
中井 章太 吉野町議会議員 

 
１号委員 
 松本 義昭 吉野町議会議員 

岩城 輔教 吉野町社会福祉協議会 副会長 
上垣 公俊 吉野町製箸工業協同組合 理事長 
上森 康弘 吉野町民生児童委員協議会 会長 
前岡 優 吉野町教育委員会 委員長 
坂本 隆平 吉野製材工業共同組合 理事長 
和田 佳美 吉野町ボランティア連絡協議会 会長 
秦 英世 吉野町商工会 商業部 副部会長 
福井 逸生 吉野町観光協会 会長 
木本 旭 吉野町区長連合会 副会長 
藤裏 勲 吉野町農業委員会 会長 

 
 
 
 
 
２号委員 
 

南 幸雄 吉野町老人クラブ連合会 会長 
３号委員 寺田 豊 奈良県文化観光局 次長 
４号委員 三井田康記 畿央大学健康科学部人間環境デザイン学科教授 
５号委員 大西 秀明 公募委員 

芳田 賢二 吉野町企画政策課 課長 
上林 勝則 吉野町企画政策課 課長補佐 
椿本 久志 吉野町企画政策課 主査 

事務局 

井上 紀子 吉野町企画政策課 主査 
 
 
■配布資料 
  ・議事次第 
  ・資料①  総合計画策定審議会政策別分科会の検討結果 
  ・資料②  第４次吉野町総合計画（案） 
  ・資料③  パブリックコメントの概要 
  ・資料④  吉野町総合計画策定審議会名簿 
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１．開会 
 
２．委員紹介 

第４次総合計画策定審議会委員名簿（資料１）参照 
《委員の交代》役職の交代による 
（旧）２号委員 吉野町教育委員会委員長 熊谷貞雄氏  
             ↓ 
（新）２号委員 吉野町教育委員会委員長 前岡 優氏 
 
《欠席者》 
２号委員吉野中央森林組合専務坂本良平委員、２号委員吉野町連合ＰＴＡ副会長丸本

千彰委員、５号委員公募委員小崎佳代委員 
 

【委員１７名出席（３名欠席）・・・委員総数の半数以上の出席により会議成立（吉野

町総合計画策定審議会条例第７条第２項）】 
 
 
３．会長挨拶 

おはようございます。昨年の分科会でみなさんから熱いご意見をだしていただき、だ

んだん総合計画の中身がはっきりしてきたと思います。さらに今日、委員の皆様から的

確にご意見を出していただき、この第４次総合計画を具体的なものにしていきたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いします。 
 
４．案件 
（１）総合計画策定審議会政策別分科会での検討結果について 
（２）総合計画（基本構想・前期基本計画）について 
（事務局説明）「総合計画策定審議会政策別分科会での検討結果について」資料１ 
       「第４次吉野町総合計画（案）」資料２ 
 
【質疑】 
（委員） 

説明を聞いていると、むずかしい、苦しい、という説明が続いていて、どういうこと

だろうなと思う。主な施策の取り組みはいつするのか。この前期計画に具体案をどこか

に入れる必要がある。その中で、この審議会の位置づけというのは何か。町長からの諮

問を受けて審議会を開いている。さまざま問題があるから諮問するという形なのだが、

現状でこの回答はいつどこで誰がしているのか。 
当初配られた資料の中に審議会の位置づけの記載があった。それを見ると、この分科

会で出た意見は限りなく反映すべきでないのか。「それはできません」という回答が多

い。一例を挙げると、昨年３月にいただいた資料に第３次総合計画の実績・課題という

のがあり、その中の文言に問題点としてあげられ、今回の分科会でも問題点として提起

されているにも関わらず、「今回の回答には載せられません」という答えだ。当然庁内

会議において回答を出していると思うのだが、文面を見ると、個人的に回答を出してい
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るのではないかとも思う。 
 

（事務局） 
回答については、各課と十分に検討して、回答を作成させていただいています。審議

会の位置づけについては、審議をいただいて、最終的に答申をいただいたもので、議会

に提案していくという運びです。 
 
（委員） 

策定体制の中で疑問に思う点として、分科会で内容を噛み砕いて議論した結果を、単

なるパブリックコメント的な形で受けとめているのではないか。審議会での意見は最終

的に諮問という形になり、次の段階を踏むことになる。分科会を行った意味は、もう一

度各課に戻して考えていくということだと思うが、分科会で出た意見の反映が諮問につ

ながるという意識付けがされているのか。せっかく分科会を行ったのに、という思いが

ある。書くべきことを書く、分科会で出た意見を反映するという姿勢はないのか。 
 
（事務局） 

年末に分科会でご審議いただいた内容は、担当課も真摯に受けとめて回答しているが、

具体的にどういった点が足りないのか指摘してもらえますか。 
 
（委員） 
時間が無いので、一つずつ言うわけにはいかないが、大体のイメージとして、分科会

を開いたが、ご意見を聞いてそれを反映して書いているが、回答についてはもう少し反

映されるべきことがあるのではないか。姿勢というか、審議会の意義、位置づけをもう

一度はっきりしておかれたい。 
 
（事務局） 

先ほど申し上げたとおり、審議会で町の策定案を審議して、審議結果を踏まえた上で、

答申をいただいて、答申を基に最終的な計画案を策定して、議会議決を経て実際の総合

計画として活用していきます。 
 
（委員） 
議会で出してどうのこうのは審議会では関係ない。分科会の意見の反映はどの程度さ

れているのか。みなさん読んでおいてで終わるのか。これから１０年後の吉野町を明る

く前向きに、しっかりと意見をとりいれていただけるような審議会になっているのかを

確認したい。 
回答が、自分が期待した以上のものでなかったことは記録に残しておきたい。 

 
（事務局） 

ここで審議された件については、十分に反映させていただいたつもりです。 
 
（委員） 
私の個人的な意見としては、反映度合いは低いと思う。 
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（会長） 
具体的な箇所について話を進めてはどうか。全体的な話だと、空論になってしまいが

ちである。具体的にはどこが反映されていないのか。 
 

（委員） 
資料１の２ページの産業廃棄物の最終処分地問題。3 次総合計画の中の問題と課題の

中で、きっちりと名称を出していながら、今回、問題として提起されていない。 
特に自分で出した意見なのでよく覚えているのだが、目標指数の新規作物の導入事業

者について、漁業や林産物を想定してないという回答。新規作物の導入は大切だが、農

業、林業、漁業と吉野町ではこの分野で分かれている。漁業や林業についてはどうなの

かという質問をしたのだが、それはどこにも出ていない。どこに反映されているのか。 
 
（事務局） 

指標に関しては、聞き取り方に誤解があったのか、新規作物というと農作物というイ

メージがあり、漁業や林産物を推進しないというわけではありません。このご指摘によ

ってその部分を表現できるように修正したいと考えています。 
最終処分地については、具体的には環境問題の項目の中でパトロール、水質調査など

について書いてきたと思っています。従来と同じ取組みは明確に書いていないところも

あります。もう少し、書き方を工夫していきたいと思います。 
 
（委員） 
 ちなみに、その回答はどこがだしているのか。 
 

(事務局) 
これは環境対策課と協議した内容です。新規作物については、農林建設課と協議結果

です。 
 

（委員） 
例えば、４ページ、東海南海地震というのは国交省や総務省でも使っている言葉であ

り、吉野町でも使えばいいのに、なぜ使わないのか。 
 
（事務局） 

地震が起きるのは、東海南海地震だけではありません。阪神大震災のように突発的に

起こる地震もあるので、大規模地震という言葉を使いました。 
 
（委員） 
「東海南海等の地震」という言葉でいいのではないか。誰がこれを書いたのか。 

 
（事務局） 

これは総務課との協議ですが、具体的に誰が書いたということになりますと、書いた

のは私ども事務局です。 
 
（委員） 
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審議会で出た意見を反映するつもりがあるのか、ないのか。一つ一つの言葉は残って

いくので、そのつもりで発言をしている。反映する努力をしてもらいたい。 
 
（事務局） 

ご指摘のとおりだと思います。今、回答したものは、町の意見として出し、それにつ

いて不十分な点をご指摘していただいて、より良いものにしていきたい。不備があった

ら指摘していただき、修正を加えることは可能です。 
 
（会長） 
事務局の真摯な態度はよくわかる。他の市町村の計画は網羅的なものもある中で、よ

く町内の事情を汲み取って、なんとか前向きに進めて行こうという姿勢は理解できる。 
最終処分地はどうするか、ぜひ文言として挙げてもらいたいことと、林業は吉野の重

要な柱なのでどのような指標が適当かを、さがしていただきたい。南海・東南海地震に

ついては文言だけの問題だと思う。 
 
（委員） 
吉野町をどうするかという真剣な話だと思うので、みなさんが時間を費やして、貴重

な意見を出していただいている中で、みなさんの思うところもあると思う。私もいくつ

か指摘させていただいて、その他、みなさんいろいろな意見があると思いますが、位置

づけとしては、ここで発言された言葉はすべて議事録に残されて、なおかつ反映されて

いくという理解でよろしいか。 
 
（事務局） 

計画は町が策定しますので、変更できる部分は変更し、反映できない部分はできない

可能性もあるが、できるだけ審議会の意見を真摯に受け止め、ご意見に沿えるようにし

たいと思います。予算の問題もあるので、実施できないもの、文言として挙げられない

ものも出てくる可能性があると理解していただきたい。 
 
（委員） 
実施するかしないは、今問題ではない。今は、計画案を作っている。案として意見が

反映されるのか。予算の話を前提に考えるのであれば、この沢山の計画シートは色々と

削らないといけなくなる。 
 
（事務局） 

審議会で審議された内容が、すべて計画に載せられるかどうか、町として協議をする

必要があるので、調整がつくものについては載せていきます。審議会で提案されたもの

であっても、どうしても無理だと判断したものであれば載っていかないという結果にな

ります。 
 
（委員） 

計画に載らないものもあると思うが、そのために前期・後期に分かれているのではな

いか。見直しもある。基本計画の中でいうと、１０年間の吉野町が目標とすることにつ

いて、宇宙センターを作るとか、とんでもないことは言わないと思う。計画案を構想の
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中に入れていくかどうかを今、話している。 
 
（事務局） 

意見について、計画を修正し、反映させていきます。意見の中に、町としてやってい

けないことがあるとすれば、計画に載っていかない可能性があるということです。十分

に検討し、できるだけ反映できるような方向で検討したいが、必ず反映させることを明

言することはできません。 
 
（委員） 
 後ほど議論をしましょうか。 
 
（会長） 
事務局はできるかぎり、みなさんの意見を取り入れた計画案を作りたいということで

苦労していると推測している。 
 
（委員） 

行政的に考えると、予算ありきで事業を考えてしまいがちだ。長い歴史の中でしかた

がない。これからは、協働のまちづくりを進めていこうとしている。民間団体などと協

働で、役場が予算を確保しなくてもできる事業もある。事業立案があがってきたときに、

予算の確保とはまた別に協働というかたちで実施することも可能ではないかと思う。 
 
（委員） 
分科会については、非常に詳しく把握して、私としては思い通りに上手にまとめてく

れてあるとの感想をもっている。まちづくりについては、高齢者や子どもといった生活

弱者が安全に生活していける環境を整えるのも大事だが、商工業の振興、魅力ある観光

の振興という中で、今まで製材は製材、林業は林業、観光は観光というふうに、独自で

振興を行っていた。私は観光について携わっている時間が長いので、観光の専門家とし

て、攻めに転じて、産業観光、地場産業と観光を連携させて事業を起こすことをうまい

具合に行えば良いと思う。吉野山に訪れるのは、従来のいわゆる観光客。夏場に吉野川

に訪れる客は観光客といえるのかわからないが、そういう人をうまい具合に取り入れる

ことはできないか。 
ホームセンターに行くと、吉野杉やヒノキの高級なものではなく、安い製材が手に入

る。また、東急ハンズなどに行くと、少々高くても付加価値があり、面白いものがあれ

ば、売れる。吉野のどこかの余った施設を利用して、Ｂ級品というか、製材で節がある

ものなども使った加工品を作って、観光客にアピールできるような計画を立てて、ブラ

ンドのイメージを上げるようなことをこの基本計画に、もう少しだけ具体的に書き込ん

でいただいたら、町の予算だけではなく、観光協会や製材組合にも予算があり、ちょっ

とずつお金を出し合って、企画をするという施策を行う可能性もあるので踏み込んでい

かれたい。 
 
（委員） 
分科会には参加できなくて、残念に思っている。年末という時期に分科会を開催する

ということで、もう少し早ければ出席できたのにという思いがあり、少し苦言を言わせ



 - 7 - 

ていただく。 
私は今４０歳で、総合計画は自分が５０歳になる時までの計画。この計画では、希望

が見えない。残念ながら、そういうものなのかもしれないが、計画の意味合いに疑問を

覚える。 
学校はどこにいくか、文化の拠点はどこかというようなゾーニングが明記されてない。

小学校は将来どうするかということを、１０年後、この計画では考えていかないといけ

ないと思うが具体的に出ていない。分科会以外で出た意見も、盛り込まれていないと思

う。これから若い人が出て行くのを、くい止める施策があまり見えない。I ターンも全

く入っていない。町は、一応考えているという姿勢が大事だと思う。国の補助金が突発

的に出たときに対応できるように、このような計画を希望をもって暖めておくというこ

とも大事で、それにすぐ対応できるような体制を整えていくことが重要だ。 
 
（委員） 
 大変失礼なこと、申し上げるが、行政マンのやる気の問題になってくるのではないか。

町民一人ひとりがこれを読んだ場合、どれだけの意思が伝わるか、文言だけ見ると、差

し障りのないことだけ書いてあるなというのが第一印象。同じことを辻本委員も言いた

かったのではないか。 
予算がないからこれだけのことしかできない。これを進めるなら、町民にこれを負担

してもらわないとできないということもでてくるだろう。もう一歩突っ込んだやる気を

町民に示す必要があるのではないか。 
ここまで計画しましたが、ここから先は金がないので出来ません、では消極的な姿勢

であると思う。例えば、吉野学検定は、分科会の中で誰も反対しなかったはず、私も大

賛成だったのに、なぜ今になって引っ込んでしまったのか、先ほどの説明ではよくわか

らなかった。 
 
（委員） 

総務委員長として、議会の立場で発言する。１月１７日の議会前に、総務委員会を開

いて、前期基本計画の中間的な説明をはじめてくれた。これの全部委員会の中で読み取

れないので、議員が持ち帰って熟読した上で、２月初旬に総務委員会だけしてみようと。

そのときに、分科会と今日の結果も入れて審議しようということになった。 
質問を一つ。総合計画の策定にコンサルが入っているが、たたき台をつくるというこ

とからしているのか。委託料はいくらか。 
 
（事務局） 

当初から助言をいただいている。２年で作らせていただいて、委託料は年間１００万

円あまりです。アンケートのとりまとめなどの技術的な部分や、原案等に対しての助言

など、お手伝いをしていただいています。 
 
（委員） 

審議会や、総務委員会などで審議して、コンセンサスをとって、３月議会でまとまっ

たものを作る段取りということでよいか。 
 
（事務局） 
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当初はそう計画していたが、審議会の中でもう少し討議が必要であれば、時期的に遅

れることもあるが、できれば３月に上程したいと考えています。 
 
（委員） 
今日はもう１月２８日である。間に合うのか。 
審議委員は貴重な時間を割いて、意見を出してくれているにも関わらず反映できてい

ないように思う。総花的に、責任がないように、分科会もして、審議会もして、その結

果ですということで、絵に描いた餅では意味がない。労力を費やしてる割には物足りな

い。今日の意見も反映してまた修正するということだが、審議会の意見を重要視して反

映していただきたい。最終的に議会でも審議することになるが、時間的に難しいのでは

ないか。 
 
（会長） 
 後、どなたかご意見があればお願いします。この審議会は、おそらく後１回開いて、

その後は答申になると思っています。 
 
（委員） 

一通り軽く読んだが、まず思ったのが、絵に描いた餅で終わるのではないか。私もそ

れを危惧している。お金の問題がついてまわる。吉野町はおよそ１２０億円の借金があ

る。人口８０００人を割れば、地方交付税が減額される。想定人口について、７５００

人となっているが、私は６５００人になると思っている。 
まずこれを実行しようと思ったら、今までとは考え方を変えて行財政改革をやる必要

がある。本当にやる気があるのか、町長の考え方というか、常に意見を持って、議会の

協力を得て、削減するべきところは削減し、財政を立て直すことが先決で、後でこの計

画を進めるべきであると思う。 
吉野の地場産業である材木屋さんの給料は日給月給になったところが多く、厚生年金

をかけていたのを止めたりしているようだ。非常に地場産業が厳しい状況の中で、公務

員、議会議員も町長も、財政改革に取組んでいただいて、その後でこの総合計画を実施

するべきではないかと思う。 
 
（会長） 
みなさんは、この計画に緊張感がないと言っているのではないか。それは、ページ構

成に問題があるのではないかと思う。本来、重点施策が前面に出て、重点施策の中に分

科会で話したことを入れて、それに関連づけているということをはっきり言っていない

ことに問題があるのではないか。重点施策が一番最後で、各施策がその前に網羅的にあ

るというのが問題なのではないか。 
新しい観光について、おもてなしのところで言おうとしていると思うのだが、具体的

に出ていない。少し先走っても、今ご意見をいただいた内容を書きこんで、重点施策を

前面に出していけばいいのではないか。吉野学検定や産業廃棄物最終処分地もこの中に

のせればいいし、協働のプロジェクトについても、住民の立場からできることを載せる。

重点施策が前面に出る。そうすれば吉野町のやる気が出ていると、住民から見えるので

はないか。 
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（事務局） 
 地場産業の活性化、観光との関連付け等、重点施策への反映、点検等には至急取り掛

かります。 
行政の職員のやる気、意欲が伝わらないということは、我々の取組み方がうまくいっ

てないということで、誠に申し訳なくお詫びします。 
吉野学検定も、検定そのものをやらないという意味ではなく、私の説明が悪かったと

反省しております。検定のあり方を考えたいということを言いたくて、検討しますとい

う文言になりました。もしかして、検定よりも良いものがあれば、そちらを取り入れた

ら良いし、一般的にいう検定のあり方で良いのかという疑問があったとうことです。分

科会の中の意見として、やはり従来の検定のあり方が良いということであれば改めて検

討します。分科会でのご意見について、我々の課題の持ち帰り方が失敗しているのかも

しれません。 
相反的なこととして、第３次計画の総括の振り返りのときに、規模を大きく書きすぎ

て、人口予測も大きくしすぎ、実際はほぼ財政が破綻に近いような状態、人口減少など

で、何も結局できなかったという反省をもとに、現実的な予算をベースに、できること

をやっていこうという方針を最初に説明させていただきました。 
今回の５年の基本計画を作る際には、5 年間の財源をコントロールしながら、庁内で

検討してきました。夢を描けていないというのは相反する部分であって、厳しいご指摘

もあったが、その中から、財源をうまく捻出しながら、現在では予測できないことをや

っていけるような糸口を残しておくべきという意見もいただきました。会長よりご指摘

いただきましたように、重点施策の中で広がりを持たせていきたい。すぐこう書きます

とはまだ言えないので、回答になっていないかもしれません。行革なしではこの計画も

進んでいかないので、基本計画の５年間と併せて同じ５年間で行政改革も進め直すとい

うことで、取組んでいます。 
 
（会長） 
 他に何かありますか。 
 
（委員） 

書けるかどうかわからないがご理解いただきたいというという回答が続いているが、

書いたら良いと思う。その中で議会でも審議させてもらうが、まずは審議会の意見を拝

聴して、まずは書いてくださいよ。それで、とんでもないという理由が成り立つのであ

れば、それは消えていってもしかたがない。事務局で見直しや縮小をしないで欲しい。

とりあえずやりましょうよという姿勢で書いて欲しい。 
会長がおっしゃったように、施策の指標を一番上にするというだけで、見え方がかわ

りイメージが変わる。控えめな目標、指標になっているような気がする。 
 
（会長） 
やれるかどうかわからなかったら、やりますという方が、いさぎ良いと思う。そうい

う姿勢を貫いていただきたい。その結果、町内で対抗する人が出てきても、審議会の委

員から後押ししていただけるはずだ。 
 
（委員） 
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住民ニーズを吸い上げる部分がなかったのではないか。一旦ここで出た意見が、庁内

での議論だけになってしまっている。業界の人が一緒になって、たたき上げていくとい

うことが必要ではないか。審議会、分科会、ワークショップでの意見を提出するにとど

まって、議論するまでに至らなかった。パブコメ、HP でも周知するということで、意

見の公募を求めてどれだけ返ってくるかわからないが、残り少ない期間の中で専門的な

部分が出てきたら、反映されたい。 
 
（会長） 
 この計画を作れば、審議会は解散します。 

計画の検証を実施することが必要です。検証の仕組みは、どのように考えているのか。 
 
（事務局） 

検証については、７２頁の適切な進行管理ということで、事務事業の評価、それぞれ

の事務事業が目標に向けてどれだけ進んだかの評価を行い、それをまとめることで総合

計画の評価になるような仕組みを作るということをイメージしています。前の一年間の

進捗について担当部署で評価を行い、翌々年度の予算に反映し、総合計画の管理にも活

用します。その上で、後期計画をつくるとき、蓄積していったものを反映させる予定で

す。 
 
（会長） 
他の意見がないとしたら、今後の進め方について説明をお願いします。 
 

（事務局） 
今日の議論がどう進むかわからなかったので、明確なスケジュールの書いた資料はつ

くっていません。この審議会での議論が落ち着いてから、パブリックコメントに移るこ

とを想定しています。今日の議論で足りない部分があるようでしたら、もう一度ご足労

いただいて、検討いただくか、もしくは修正案を作った上で、郵送でお送りして見てい

ただくということもできるが、どうするのが一番いいか意見をお伺いします。 
 
（会長） 
あと 1 回の審議会でまとめることになるので、今日の意見をうまく盛り込んで、編集

し直して、郵送してもらう。それに対して回答をいただいて、それをさらに整理して、

審議会でまとめる。それで無理ならもう１回審議会を開催するということでどうか。 
 
（事務局） 

パブコメのタイミングは、次の審議会以降ということになるので、審議会は１回増え

ますが良いですか。 
 
（委員） 

この計画の進行、これが一番大事だ。職員全員が活用する。常に検証しなければなら

ない。PDCA を回すと書いてあるが、検証頻度は書いてない。チェックはいつ入れるの

か。全体の見直しから細かなチェックまで、まるきり書いてないということでは絵に描

いた餅になる。 
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（事務局） 

事務事業評価は、一年を 1 サイクルと考えています。予算は一年で執行することが多

いので、これをローテーションとして回すと、予算との連動がやりやすくなります。前

期計画期間では、５回ということになります。 
 
（委員） 
それを明記しなければならない。各セクションにおいて、頻度を高く回していくこと

が大切だ。 
 
 
（会長） 
修正案については来月初旬に郵送する。本日はありがとうございました。 

 
 
９．閉会 
 


